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研究の概要と対象

■農匠ナビとは
農匠ナビ（のうしょうなび）は、農業の匠の育成を支援する手法および情報システムの総
称である。

農匠ナビの研究開発は、農林水産省委託研究「農作業の軽労化に向けた農業自動化・
アシストシステムの開発」のうち九州大学が中核機関として実施する上記の委託研究課
題において実施されている。

■研究の概要
本研究課題の目的は、農家の作業技術の数値化およびデータマイニング手法の研究開
発を行うことである。具体的には、今後数年で急速に失われていく可能性のある篤農家
の有する「匠の技」（暗黙知）を可視化し、他の農業者や新規参入者等に継承する仕組
みを確立する。

本研究課題で研究開発を行う手法およびシステムを総称して「農匠ナビ」と呼ぶ。これは、
農家の匠の技を抽出・可視化し、次世代への技術継承・人材育成をナビゲート（指南）」
するという意味をこめたものである。農匠ナビは、単一の手法・技術および情報システム
ではなく、それらの活用方法・応用手順まで含め体系化した総体である。

農匠ナビは、農業者の農業技術習熟の支援を目的としており、専門家に代替することを
目指すいわゆるエキスパートシステムとは異なっている。

■研究が対象とする農業者
農業の初心者が一気に農業の匠になることはできない。農業のことをほとんど何も知ら
ない初心者、指示された標準的な農作業ができる中級者、自分の判断で標準的な農作
業ができる上級者、秀でた篤農技術をもつ匠といった段階がある。農匠ナビでは、これ
ら全ての段階を対象にしている。

企業農業経営においては、従業員の人材育成が重要な課題になっている。また、新規
就農者への農業技術継承は、家族農業経営の技術力向上と共に、地域農業発展を考
える上でも重要な課題である。農匠ナビは、このような多様な場面で活用できるように、
設計されている。

農匠ナビが対象とする「技」には、いろいろな次元のものがある。これらは、農業機械操
作における身体的技能、水管理や施肥管理における作業判断、作付計画や営農計画を
策定する経営判断などに大別できる。

農林水産省委託研究「農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発」
研究課題名：農家の作業技術の数値化及びデータマイニング手法の開発
研究期間：2010年度～2014年度（5年間）
中核機関：国立大学法人 九州大学
研究開発責任者：九州大学大学院農学研究院・教授 南石晃明
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研究全期間における重点化目標

研究の分担と担当機関
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「農匠ナビ｣の全体システム

（２）農作業情報・環境情報・生体情報の
連続計測・データベース化システム

「農匠ナビ」は、中核機関である九州大学が開発
している各種サブシステムと共に、共同研究機関
が開発している各種サブシステムを総体として統
合・連携したシステムです。サブシステムの中で、
農作業情報・環境情報・生体情報の連続計測・
データベース化システムは、他のシステムや手法
の基盤となるものです。

農作業情報・環境情報・生体情報の連続計測・
データベース化システムでは、①ICタグリーダ＋
スマートフォン・GPS携帯などを用いた農作業情
報（位置、内容、使用資材、施設の状態など）の
連続計測技術、②繁茂度光計測センサー、果重
センサーによるメロンの繁茂度や果重、ICタグ
リーダやカメラ画像による水稲苗草丈などの生体
情報連続計測技術、③気温、湿度、水温、日射量、
CO2、土壌水分、ECなどの環境情報連続計測技
術を開発しています。

（１）「農匠ナビ｣の全体システム

農匠ナビ構想に基づいて、システム全体の設計
を、共同研究機関と緊密に連携して進めています。
具体的には、プロトタイプシステムの設計、現地
実証、システム改良というプロトタイピング手法に
基づいて、実用性の高いシステムの全体設計を
行なっています。今年度は、農匠ナビ全体システ
ム設計をほぼ完了しました。

農匠ナビは、以下の３つのサブシステムから構成
されます。各サブシステムは、独立して作動しま
すが、これらを連携させることで、より効果的に機
能します。
まず第１ステージとして、農作業情報・環境情報・
生体情報の連続計測・データベース化システムの
開発を優先的に行なっています。第２ステージで
は、農作業情報・環境情報・生体情報の統合化・
可視化システムを開発します。こうして収集・統合
化・蓄積された各種データに基づいて、第３ス
テージでは、熟練農作業ノウハウの抽出･継承手
法を開発します。
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農匠ナビプロジェクトでは、農業経営における意思決定の段階として、少なくとも以下の
４つのレベルを想定している。つまり、①経営レベル、②技術体系レベル、③個別作物・
作業判断レベル、④作業のノウハウ・コツレベルである。こうした意思決定レベルに対応
する農業者支援機能を、農匠ナビプロジェクトでは、①経営判断支援、②農業技術継承
支援、③農作業判断・実施支援の３つに大別している。

各意思決定レベルは相互に関連しており、 も下位に位置する作業ノウハウの意味が、
も上位に位置する経営レベルの経営戦略に依存する場合もある。このため、熟練農作

業ノウハウを抽出し、可視化するためには、経営レベルから作業のノウハウ・コツレベル
までの各段階の情報を統合的に計測する必要がある。

これらの支援機能は、農業経営における多様な意思決定レベルを支援することができ
る。このうち、今年度までは、②農業技術継承支援および③農作業判断・実施支援を主
な対象として、システム開発を行なっている。これらの支援場面では、農作業情報、生体
情報、環境情報の計測・可視化・観察支援が重要な支援機能となる。また、警告・作業助
言支援として、作業時期・内容・ノウハウ助言支援、環境・生体・作業情報異常値警告（目
標値・通常値比較）が重要であり、今後の研究開発を予定している。さらに、今後は、これ
らの支援機能を、①経営判断支援と連携させることが重要となる。

「農匠ナビ｣全体システムの支援機能
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農業人材育成における
営農可視化とノウハウ抽出

農業イノベーションを牽引し、次世代農業を確立できる農業人材の育成には、多角的な取組
が必要になる。育成する次世代人材としては、農業経営者および農業技術者・作業者が想定
できる。家族経営では、一人が両者を兼ねることが多いが、企業経営ではそれぞれの役割が
分離する傾向が強い。農業経営者は、主に、農業経営の理念を定め、経営の戦略と計画を担
当し、農業技術者・作業者は、経営の戦略と計画に従った、農作業の実施を主に担当する。

農業技術者・作業者の人材育成は、熟練した農業技術者・作業者の作業技術を、非熟練者
に継承し、熟練した農業技術者・作業者の技能向上を支援し、その成長を加速することといえ
る。この基礎となるのは、熟練した農業技術者・作業者が実施している農作業の内容を、環境
情報と生体情報を関連付けて詳細に計測し、その相互関連をデータに基づいて具体的に明ら
かにすることである。これを、農匠ナビプロジェクトでは、「営農可視化」とよんでいる。

営農可視化には、農作業情報可視化、環境情報可視化、生体情報可視化と、その関連付け
が必要になる。従来は、農作業の時期と内容の詳細な情報を省力的に記録することが困難で
あったが、情報通信技術の活用によって、農作業の可視化を可能にする技術が開発されつつ
ある。また、環境情報や生体情報についても、計測可能な対象・項目が拡大しつつある。可視
化された各種情報を用いることで、熟練した作業ノウハウの抽出が可能になる。

さらに、情報通信技術を駆使し、可視化された営農情報を活用して、より高度な水準の農業
技術を確立し、農作業を実施できる農業技術・作業者の育成も、農匠ナビプロジェクトの目的
の一つである。
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2013年度主要成果の概要
2013年度の主要成果について、成果の活用場面毎にその概要を示します。

注）本冊子の各主要成果は、各機関担当者が作成したものである。
本冊子のそれ以外の部分は、研究開発責任者が作成・編集したものである。

匠コメント付き多視点映像コンテンツによる匠の
技継承・人材育成手法の評価 （食農連携機構・九大） ・・・・・ 8~9

FVS Viewerを活用した農作業ノウハウ伝承支援方法 ・・・ 10~11
（滋賀県農技セ・九大）

FVSデータによる熟練作業の特徴解析 （九大） ・・・・・・・・・・ 12~13

FVS クラウドを活用した稲作経営・生産管理の可視化 ・・・・ 14~15
（九大・滋賀県農技セ）

作業ノウハウ体系化ツールと経営シミュレーション
システムを統合化したノウハウ継承支援 ・・・・・・・・・・・・・・・ 16~17
（農研機構・九大・滋賀県農技セ）

土地利用型農業における生産工程管理データの
収集・統合・可視化 （農研機構） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18~19

土づくり・肥培管理支援を目的とした水稲の収量判別
モデルによる土壌環境パターンの可視化 （九大） ・・・・・・・・・ 20

農業におけるICT活用の課題と農匠ナビシステムの
実用化方策 （富士通・九大） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

農匠ナビ活用上の留意点
農匠ナビによって計測された農作業情報を解析することで、農業者自身が気づいていない、
農業上有益な法則性やノウハウが抽出される可能性があります。こうした農匠ナビの波及
効果をも理解した上で、農業経営者が想定外の不利益を被らないように、システム利用を行
う必要があります。

農匠ナビおよびこれに類するシステムを利用する場合には、計測されるデータおよびその解
析から得られる知的財産の所有権および利用権について、十分に留意することが望まれま
す。これらのシステムの導入に際しては、農業経営者、システムの開発者や運営者等の間
で、利用条件を事前に明確化する必要があります。



匠コメント付き多視点映像コンテンツによる
匠の技継承・人材育成手法の評価

担当課題：「匠の技継承・人材育成手法の開発」では、農業現場において、技能継承・人材育成に係る情報を収集
し、農業の匠が持つ暗黙知を、映像技術と認知モデル化技術を用いて「見える化」、および「形式知化」を図り、匠の
技の継承、人材育成の実現のための手順・手法の体系化を目指しています。

これまでに開発された「匠の認知モデル／匠の技継承モデル」を参照し、匠の視点・観点・世界観を総合的に再構
築していくことを支援するための「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」を作成し、それを用いた「匠の技継承・人材
育成手法の評価実験」をおこないました。

その結果、以下に示すように、本手法は、匠の技継承・人材育成手法として極めて有効であるとの評価を得ました。

（１）評価実験に使用した「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」
生産プロセスの各段階（荒起こし、代掻き、田植え、稲刈りなど）におけるフィールド調査（多数カメラによる多視点

映像撮影）、現地インタビュー調査を実施し、多視点・多画面映像制作を行いました。そしてその多視点・多画面映
像コンテンツを実際に匠の方に再度観察して頂きながら、匠が持つ暗黙知を含む、匠の視点・観点・世界観に関す
るコメントを付加する作業（暗黙知の「見える化」、および「形式知化」作業）を行い、匠の技継承・人材育成のための
「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」を制作しました。評価実験に用いられたコンテンツの例を下図に示します。

（２）新規就農候補者に対する評価実験
新規就農候補者として、日本農業経営大学校の学生２１名を対象に、「匠の技継承・人材育成手法」について解説

すると共に、荒起こし、代掻き、田植え、稲刈りに関する「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」を用いた授業をおこ
ない、映像コンテンツに対する学生の意見を集約すると共に、代表者とのインタビュー調査・討論をおこないました。

【匠の技継承・人材育成手法、コンテンツの説明】 【映像コンテンツへの感想、代表者インタビュー・討論】

【評価実験結果の一例： あなたが今後、農業に従事する上で、このような伝え方は役に立ちますか？】

8



9

担当機関： 一般社団法人 日本食農連携機構・国立大学法人 九州大学
担当課題名： 匠の技継承・人材育成手法の開発

（４）他の農業法人経営者に対する現地インタビュー・公開評価実験
他の農業法人の経営者に対し、「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」を提示し、それを用いた「匠の技継承・人材

育成手法」の評価実験を、プロジェクト関連のアドバイザリー委員会の専門家の前で公開で行なった。その結果、匠
の技継承・人材育成手法として極めて有効であり、人材育成期間をおよそ半分にできそうであるとの評価を得ました。

（３） 農業関係者に対するアンケート評価調査
日本食農連携機構が主催する「６次産業化研究会」への参加者を対象に、 「匠の技継承・人材育成手法」の解

説と、「匠コメント付き多視点映像コンテンツ」の説明をおこない、これらに対する参加者の評価を頂きました。

【「多視点映像コンテンツ」に対する他の農業法人経営者による公開評価実験の様子】

（５）コンテンツを作成させて頂いた農業法人の経営者と従業員に対するインタビュー評価実験
経営者と経験年数３年～１４年の従業員５名（各々の自己評価として、見習い、田植が初心者／中級／上級、トラ

クターが初級／中級／上級、コンバインが初級／中級／上級など様々な経験を有する方々）に対するインタビュー
調査を行い、本手法が有効であるとの評価を頂くと共に、画面構成、重要ポイントの拡大表示、バックミラーの必要
性、習熟度／技術レベルによる見方の違い、運用方法などに関する提案を頂きました。

【なお、上述の評価実験については、九州大学大学院農学研究院、滋賀県農業技術振興センターの協力のもと
に実施しました。】

【匠の技継承・人材育成手法、コンテンツの説明】 【農業関係者が参加した６次産業化研究会の様子】

【評価結果・例： あなたの立場から見て、今後、農業に従事する者にとって、このような伝え方は役に立ちますか？】

【コンテンツを作成した農業法人の経営者と従業員に対するインタビュー評価実験の様子】
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FVS Viewerを活用した農作業ノウハウ伝承支援方法
土地利用型農業における「農匠ナビ」の現地実証

九州大学が開発したFVS Viewerを活用して、主要機械作業（代掻き・田植・収穫）における農作業ノウハウの
可視化を行うとともに、法人経営における従業員の能力養成に対する活用方策を検討しました。
FVS Viewer は農作業の作業状況に関わる映像、作業軌跡などの多様なデータを連続収集し、これらの可
視化（データ統合表示）を行うPC用ソフトウェアです。FVS Viewer を活用した農作業ノウハウ伝承支援の進
め方は、①「映像などの取得」、②「データの統合」、③「活用」の３つのＳＴＥＰに大別できます。

滋賀県農業技術振興センターでは、大規模水田作経営における熟練ノウハウの内容と特徴を分析すると
ともに、九州大学などの共同研究機関と連携して、初心者・中級者の能力養成を促進するための手法やシ
ステムの開発実証に取り組んでいます。

以下に、FVS Viewerを活用した農作業ノウハウ伝承支援方法について紹介します。

●FVS Viewerの利用手順

STEP１：映像などの取得

●映像撮影ツール：近年、アウトドアなどレジャー用に軽量化された装着型ビデオカメラが市販されていま
す。装着型ビデオカメラを活用することで、作業者視野映像や機械操作映像などの詳細な農作業映像を作
業者の負担なく簡単に撮影することが可能です。

装着型ビデオカメラ 作業者視野映像 装着型ビデオカメラの設置例（コンバイン）
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担当機関：滋賀県農業技術振興センター・国立大学法人 九州大学
担当課題名：土地利用型農業における「農匠ナビ」の現地実証

撮影する映像の種類：ノウハウ伝承に有用な映像は、①コメント付き視野映像、②機械操作映像、③作業機映
像、④作業全景映像に大別されます。

初心者による視聴 作業者間の対話初心者への教育指導

FVS Viewerを活用して作業映像、作業軌跡などを統合表示して、デジタル教材として活用することで、①作業ノウハ
ウの理解促進、②作業者間の対話による作業方法の検討支援などに有用であることを確認しました。具体的な利
用シーンとしては、①個人による学習（作業シーズン前の確認、作業後の問題点の振り返りなど）、②作業者間の対
話（作業方法の教育指導、作業改善方策の検討など）が想定されます。そして、これらの実証試験の結果を踏まえ、
実用性の向上に向けた「表示する映像数の増加（4画面対応）」などの改良に取り組みました。

STEP３：FVS Viewerの活用

作業機映像操作映像視野映像 作業全景映像

STEP２：データの統合

「子機読み込みシステム」を利用して、STEP1で取得した映像などを統合します。システムの操作は、取得したデータ
ファイルを指定するだけの簡便な操作で実施できます。

作業映像①（操作映像）

作業映像②（視野映像）

作業軌跡

コメント
子機読み込みシステム画面



12

FVSデータによる熟練作業の特徴解析
（１）田植作業者の作業速度と確認頻度

営農可視化システムFVSは、技術継承のた
めのeラーニング教材作成や、農作業者の技

能の違いの具体的な要因の解析にも有効です。
一筆毎の圃場の条件（土壌など）も異なり、農
作業の内容にも違いが生じます。また、作物の
生育状態や日々の天候によっても農作業の内
容が変わる農業では、今まで、農作業の内容
と圃場条件、天候、さらには作物の収量や品
質の関係を科学的に解析するための総合的な
データを記録・蓄積ことが困難でした。

FVS PC-Viewerは、農作業についての多様

な情報を統合し可視化します。具体的には、
大４画面の音声付動画、 GPSデータ、 ICタグ

データ、作業メモ・コメント等のデータを同期す
ることが可能になっています。現在は、導入コ
ストが低い市販の小型カメラやGPSロガーも利
用可能になっています。

担当機関：国立大学法人 九州大学
担当課題名：「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

2013年度には、FVSデータを熟練作業の

特徴解析に適用しました。その結果、田植作
業の作業速度と確認頻度が熟練者と初心者
の間で異なることが明らかになりました。

具体的には、対象とした熟練者の作業速
度は速く、田植の状態を確認するための後
方確認の頻度は、熟練者の方が多く、統計
的にも有意差がありました。

FVSで計測した詳細な農作業データと圃場

条件や気象情報（気温、湿度、土壌水分、日
射量など）といった環境情報、さらに作物生
体情報（生育状態、葉色、葉温、収量、品質
など）と組み合わせることで、熟練農業技術
者の違いを科学的に解析し、熟練作業の本
質を明らかにすることが可能になります。

作業速度（直線）の違い 作業速度（ターン）の違い 後方確認頻度の違い

田植作業のデータ収集風景
①：市販Wearable Camera、②高精度GPSロガー（左
右2台）、③市販のGPSロガー、④Outdoor PC

FVSによる作業データ統合表示画面
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FVSデータによる熟練作業の特徴解析
（２）田植作業者視野画像のオプティカルフロー分析

担当機関：国立大学法人 九州大学
担当課題名：「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

FVSで得られた田植作業者視野画像データ

を用いてオプティカルフロー分析を行い、熟練
の作業特徴が解析できることを確認しました。
分析結果から、対象とした熟練者の田植え作
業時の確認作業の頻度と振り向き確度が大
きいことを定量的に計測しました。

オプティカルフローは、視野が静止時には
小さくなり、視野が振り向き時には大きくなる
特性があります。熟練者のオプティカルフ
ローの分布を分析した結果、分散が初心者
に比較して大きく、田植後の苗の状態を確認
するための振り向きが大きいことが示されま
した。

項目 熟練者 初心者

振り向き回数 多い 少ない

振り向きの深さ 深い 浅い

振り向き方向の偏り 少ない 多い

熟練者と初心者の差
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FVS クラウドを活用した稲作経営・生産管理の可視化

営農可視化システムFVS（Farming 
Visualization System）は、南石らの特許
（第3951025）に基づいて、農作業5W1H情

報の連続計測、データベース化、可視化
（データ統合表示）を行うシステムです。FVS 
クラウドは、スマートフォン用の専用FVSアプ

リを用いることで取集された詳細な農作業
（5W1H）情報を、蓄積・可視化できるシステ
ムです。

専用FVSアプリを利用すると、スマートフォン
内蔵のカメラ、マイク、ICタグ（FeliCa）リーダ、
GPS等を用いて、圃場の状態、作物の状態、

農作業の詳細な内容を画像、映像、位置情
報、 ICタグ情報、コメントで素早く記録し、経
営内で蓄積・共有することができます。 ICタ

グを用いると、カードにタッチするだけで、農
作業項目、使用資材、圃場、作業時刻等の
詳細な情報を自動的に記録できます。

担当機関：国立大学法人 九州大学・滋賀県農業技術振興センター
担当課題名：「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

詳細な農作業情報の記録が可能になることで，
農作業の「見える化」や「作業ノウハウの共有」
により，作業省力化や規模拡大が可能になる．
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FVS クラウドを活用した稲作経営・生産管理の可視化

担当機関：国立大学法人 九州大学・滋賀県農業技術振興センター
担当課題名：「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

ICタグによる圃場や機械作業の情報取集の例

FVSクラウドの水稲の生育の画像例

この写真は、育苗ハウス
の温度管理状態のタグ

スマホをタグにタッチするだけで農作
業、作業場所、資材、機械・施設など

記録できる。

撮影するアングルなどの改善により、
わかりやすい画像が蓄積できるようになる。

ICタグによる育苗ハウスの開閉作業情報の収集例

実証農場では、経営の大規模化に伴い情報
の記録と蓄積の必要性を痛感していました。
そこで、当初は、紙ベースで様々な情報の記
録と蓄積に着手したが、紙ベースの記録では、
情報記録および活用の両面で多大な負担が
あり、紙ベースの記録の限界に直面していま
した。

FVSクラウドを活用することで、農作業の自

動記録および見える化が可能になり、紙ベー
スの記録の課題が解決されます。大規模稲
作経営では、作業の見える化、経営の見える
化が必須です。低コスト化や高収益化が、稲
作経営の重要課題となっているが、FVSの活

用によって、コストの正確な把握も可能になり
ます。
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作業ノウハウ体系化ツールと経営シミュレーションシステムを
統合化したノウハウ継承支援

農作業レベルのノウハウ・コツを技術体系
全体の知識と関連づけて整理・蓄積し、技術
継承等の支援に活かすために「作業ノウハ
ウ体系化ツール」の開発を行なってきました。

開 発 シ ス テ ム は 、 農 作 業 ノ ウ ハ ウ を
(1)CMS(Contents Management System:
コンテンツ管理システム)ベースで簡易かつ
柔軟に管理・登録することができ、(2)登録さ
れた作業ノウハウをWebブラウザを用いて

簡易に閲覧することができます。また、経営
シミュレーション・システム「農業技術体系
データベース・システム」と連携することによ
り、(3)シミュレーション結果の出力画面から、

作業内容や時期、資材、機械・施設等に関
連する作業ノウハウの閲覧を行うことができ
ます。

本年度は、ノウハウデータ登録時の操作性
や、ノウハウ閲覧時のユーザインターフェー

スについて、試作システムを改良しました。
現在、バーチャルラボ(農水省農林水産研究
情報総合センター内)で試験運用を開始して
います。( http://fsdb.dc.affrc.go.jp )

本システムは、九州大学と共同で改良に取
り組んでおり、滋賀県農業技術振興センター
と連携し、その有効性・実用性の実証試験を
すすめています。

今後は、実際の農作業・生産履歴等を管
理するソフトウェアを用いて取り込んだデー
タの利用可能性の検討や、各経営体のオリ
ジナルな技術体系情報を活用したシステム
利用試験を実施し、ユーザビリティのさらな
る向上を目指します。また、利用マニュアル
を作成して公開し、システムの普及を図りま
す。

農作業ノウハウデータベースを利用したノウハウ蓄積・活用・継承システム

②営農管理情報の取捨選択

③知識の整理・蓄積

④ノウハウDBへ
登録

⑤ノウハウ共
有・活用・継承

①農作業時の取得データ

農業技術体系
データベース・シ

ステム

農作業ノウハウ
データベース

農作業ノウハウを技術体系全体の知識と関
連づけて利活用するために、

① 農作業計画・管理ソフトウェアなどを用い
て農作業・生産履歴農データを取得しま
す。

② 必要なデータを取捨選択し、経営内で蓄
積すべき情報を収集します。

③ 作業目的やポイント、基本的・臨機応変
的ノウハウの観点から情報を整理します。

④ 整理した情報をノウハウDBに登録し、簡
易に再利用できるようにします。

⑤ Webアプリケーションを用いてノウハウ
DBの内容を共有・活用します。

以上のプロセスを継続的に実施して知識の
蓄積を図ります。
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担当機関：独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構・国立大学法人 九州大学・滋賀県農業技術振興センター
担当課題名：土地利用型農業における作業・環境・生体情報の統合化・可視化技術の研究開発

「作業ノウハウ体系化ツール」と統合化し
た農業技術体系データベース・システムは、
簡易な操作で経営シミュレーションが実行
できるWebアプリケーションです。

経営収支や旬別のキャッシュフロー、労
働時間、投入資材、機械・施設利用など、
さまざまな観点から経営分析を実施できま
す。 (右図を参照。)

経営シミュレーションの実施

分析結果画面からのノウハウへのリンク

農業技術体系データベース・
システムでは、

• 時期ごと作業内容ごとの投
入資材
• 旬別の必要労働時間の推移
• 機械・施設の利用状況

等、多角的な経営分析が可能で
す。

それらの分析結果に関連する
箇所で作業ノウハウが登録され
ている場合には「ノウハウ」への
リンクボタンが表示されます。

ボタンをクリックすることで、ノ
ウハウを閲覧することが可能で
す。(図中の赤丸の箇所。)

リンクをたどってノウハウを閲覧

リンクをたどって閲覧する作業
ノウハウには、次の情報が掲載
されています。

1. 作業目的
2. 作業ポイント
3. 基本ノウハウ
4. 臨機応変ノウハウ
5. その他の情報（関連URLな

ど）

ノウハウの情報は、
• 文章
• 画像
• 動画等への外部リンク

など多様な形式で表示されます。

旬別労働投入時間の結果例 農業機械の利用状況の結果例



農業生産現場で発生する様々な作業情報・環境情報・生体情報は，これまでの研究成果に基づくシステム
化・製品化によってある程度収集できるようになってきました。本研究ではさらに，色々なシステム・製品等を
使用して収集されたデータの互換性・相互運用性を高めることを目的として，①データの表現形式を規格化
する，②その規格化の中で使用されるデータの意味定義に必要な用語を整理する，③各システムは規格化
されたデータ表現形式とのデータ交換機能を装備する，の３段階で情報統合化を実現するデータ管理体系を
提案しています。

これまで，この３段階の情報統合化手順を提案するとともに現地生産法人の協力を得ながら，農業生産工
程管理全般のデータ管理を司る「作業計画・管理支援システム（PMS）」，気温・湿度・地温・水温などの環境
計測を行うOpen FSや市販のおんどとりシステムなどを導入して，データ収集・統合化・可視化を進めていま
す。

このように本研究で開発・検討された個々の要素技術を現場生産者自身が導入・運用していく過程を通じ
て，生産や経営の可視化，さらには技術情報の共有，継承，人材育成に有効なツールであることを実証して
いきます。

圃場地図による作付・作業工程の蓄積・可視化状況

PMSにより日常の生産
工程管理データを収集・
可視化します。
この例は現地生産法人
の2013年作の水稲作付
状況を表示したものです。
このように圃場図上に一
目で分かるように表示す
ることで，品種の圃場配
置やブロック化などを考
慮しつつ作付計画を作成
しています。

圃場地図による作業
進捗状況確認に加え，
従来のスケジュール
表のように日単位で
圃場ごとの作業内容
を管理・追跡していま
す。圃場地図表示と
合わせ，これらの画
面を見ながら作業進
捗を把握し，次の作
業へと効果的につな
いでいます。

実証法人では，2012年からPMSを運用し，2年目の2013年を経て，現在3年目2014年作のデータ投入を開始して

います。運用初年目は「やらされている感が強く，手探り状態で運用してきた」が，「初年目の運用を踏まえてデータ
化することの意味への理解が徐々に浸透した」結果，2年目は「従業員それぞれに目的や問題解決意識を持って
データ登録を行うようになった」ということから，ICT活用の意義を見出しつつあるといえます。生産法人にとってどう
いった活用・営農への貢献が可能であるかを見極めるために，さらに生産法人主導で実証を継続しています。

土地利用型農業における
生産工程管理データの収集・統合・可視化
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担当機関：独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
担当課題名：土地利用型農業における作業・環境・生体情報の統合化・可視化技術の研究開発

環境計測センサ類の設置状況と計測データの収集・統合・可視化フロー

現地での実証を優先し，現在はオンラインとオフラインが併存した形でデータ収集を行っています。収集されたデータ
はPMS上に統合され，変遷グラフなどの可視化を通じて確認できます。

実証現地で導入されたこれらの要素技術に基づき収集されたデータは現在，一部これまで考案してきたデータ交
換規格も援用しながらオフラインのデータ交換により，PMS上で一体的なデータ管理・可視化が可能となっていま

す。今後，さらに各要素技術のオープン化・ネットワーク対応を進めることでオンラインでのシームレスなデータ交
換や機能統合の実現を目指します。

2カ年（2012～2013）の農匠ナビ技術導入（PMS，FVSおよび環境計測ツール）に対する
実証協力生産法人の評価（抜粋）

地温・水温・
水位計測

評価項目 評価・指摘内容

導入効果について
（全体概要）

2012年は訳も分からず入力していた。限られたデータ項目であったが，1年通して入力してきたことで，
データを簡単に振り返られることの重要性と意義に気づいた。2年目（2013年）は若い従業員（それぞれの

担当作業について）もデータ入力することの意味（将来どのように利用するか，作業改善などの目的意識
を持って）を理解してデータ入力に取り組んだ。

作付マップ・作付の
可視化

これは従来よりIllustrator利用で実施しており，現在も並行して実施している。複数年のデータが相互に同
一システム上で参照できることが次年度の作付計画を作成する上で重宝する。

圃場水位の可視化 2013年作の途中からデータ収集が始まったが，水位を日付とともに折れ線グラフ化するだけも，これまで

漫然と記憶していたものが明確に呼び起こされ，作業対応などの実績と合わせ，反省材料となる。今年は
3圃場のみの計測であったが，今後はもっと計測圃場数を増やしたい意向である（可能であれば）。

専任作業態勢にお
ける他者作業進捗
の確認円滑化

担当者ごとに特定の作業を専任してそれぞれ進めるという態勢を採っていることから，圃場ごとにどこまで
作業が進捗しているかを，作業者（従業員）間で共有するのが課題であり，その解決目的に有用である。
（各従業員がデータ入力する前提だが，それが各従業員の意識向上にもつながっている）

ロット管理へ拡大 収穫後のロット管理についてもデータ入力をしてみたくなり，2013収穫からデータ投入を始めた。ここで数

多くのロットが生成され，ロット変遷も生まれるので，これらのロットの変遷の流れを可視化（グラフ・フロー
図化）できるとありがたい。

データの見せ方 （ある地点・圃場の）時系列の水位グラフや，ICタグの作動状況などに対して，作業実績名や生育調査数
値，収量などが複合・重畳表示できるとよい。このようなデータの見せ方にまだ改良の余地がある。
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土づくり・肥培管理支援を目的とした水稲の
収量判別モデルによる土壌環境パターンの可視化

担当機関：国立大学法人 九州大学
担当課題名：「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

米づくりを反映する多項目のデータ（気象、
土壌、堆肥、作業履歴、生育、生体、収量、
品質）を、福岡県糸島市の40水田、滋賀県
長浜市の12水田で収集しました。さらに、生

産現場の多様な米づくりの事例から土づくり、
肥培管理支援に資する知見を発掘するため
に、パターン認識手法（サポートベクターマシ
ン）を適用し、収量判別モデルを作成しまし
た。

収量判別モデルにより、高収量を達成する
土壌環境条件として、壌土・埴壌土かつ全窒
素含量が高いパターンが抽出されました。ま
た、土壌環境が悪い条件において、多量の
窒素追肥により高収量が達成されたパター
ンが抽出された。以上の結果は、土づくり、
肥培管理の指針を提示するために、開発モ
デルが有効に活用出来ることを示唆するも
のであり、熟練稲作技術のデータマイニング
の可能性を示しています。

多項目の水稲生産データの蓄積

分類 詳細

気象 気温，相対湿度，日射，風向，風速，雨量

土壌 土性，CEC，可給態窒素，全窒素，全炭素, pH

堆肥 全窒素，全リン，全カリ，全炭素，EC，pH

作業履歴 作期，施肥，農薬・除草剤散布，水管理，etc.

生育・生体 草丈，茎数，SPAD，幼穂長，葉面濡れ，
葉いもち発生程度，稈長，穂長

収量・品質 穂数，籾数，登熟歩合，千粒重，精玄米収量，
玄米タンパク

福岡県糸島市40水田、滋賀県長浜市12水田

パターン認識を用いた水稲収量判別モデルの作成
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土壌環境条件は悪いが、
多量の窒素追肥で高収量を達成

土壌環境および施肥窒素量を説明変数とした水稲収量判別モデルによる土壌環境パターンの可視化
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農業におけるICT活用の課題と
農匠ナビシステムの実用化方策

本課題は、農匠ナビシステムによる農業者の農
業技術習熟の支援を目指すうえで、実用化に向け
た課題と実用化方策について検討します。過去か
ら多くの組織、企業が農業現場へＩＣＴ普及を目指
して、成し得なかった課題を検討したうえで、農匠
ナビシステムの農業現場での実用化に向けた取組
みについて説明します。また、農業ならではのＩＣＴ
普及に向けた展開課題、サポート、農業生産者の
価格感などを踏まえたうえでの農匠ナビシステム
の実用化の方法の策定を行いました。

農業におけるＩＣＴ活用について、農業生産者を対
象として実施したアンケート、ヒアリング調査結果よ
り、農業分野におけるＩＣＴ普及を妨げている課題と
して以下の３つがあげられました。

・費用が高い
・各製品で何が違うかわからない
・操作や活用方法が難しく使いこなせない

担当機関：富士通株式会社・国立大学法人 九州大学
担当課題名：作業・環境・生体情報を用いたデータマイニング技術による匠の技抽出の実証

担当課題名： 「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

左記課題に対して実用化に向けて、以下の方策検
討と取組みを行っております。

・費用が高いという課題に対しては低価格での
サービス提供の検討。運用コスト、プロモーション
費用などを押さえて低価格で提供するためには、
研究成果単独の商品化より、既存サービスと組合
せた実用化が有効。また、価値向上に向けた投資
対効果の明確化が必要。

・各製品で何が違うかわからないという課題に対
しては、民間の既存サービスと抱合せた積極的な
プロモーションが有効。

・操作や活用方法が難しく使いこなせないという
課題に対しては、徹底的な操作性向上と自動入力
の取組み強化を行っております。また、民間企業の
サービス等との連携による充実したサポート体制
についても検討が必要。

農匠ナビシステムの実用化に向けては以下の取
組みを行っています。
１）施設園芸ワンストップサービスシステム

施設園芸の高度化支援として、本研究の成果を
ＵＥＣＳの機能として、山元町など４件の実用化済。
２）土地利用型農業生産工程ﾃﾞｰﾀ管理統合ｼｽﾃﾑ

土地利用型農業の統合管理による農業技術習
熟支援策として、実用化を検討中。
３）農業技術・ノウハウ継承支援システム

農業者の農業技術継承支援を目的に実用化検
討中。
４）農作業情報の自動収集・共有・可視化システム

農作業情報の自動収集および操作の簡略化を
徹底追求。民間連携普及モデルとして富士通のＡｋ
ｉｓａｉファミリーソフトとしての実用化検討中。

【農業におけるＩＣＴ活用の課題】

株式会社富士通総研「調査結果より

【農匠ナビシステムの成果の概要と実用化方策】



22

（１）現地実証の特徴

農匠ナビプロジェクトでは、農業経営にお
ける意思決定の段階として、少なくとも以下
の４つのレベルを想定している。つまり、①
経営レベル、②技術体系レベル、③個別作
物・作業判断レベル、④作業のノウハウ・コ
ツレベルである。こうした意思決定レベルに
対応する農業者支援機能を、農匠ナビプロ
ジェクトでは、①経営判断支援、②農業技術
継承支援、③農作業判断・実施支援の３つ
に大別している。

これらの、各意思決定レベルは相互に関
連しており、 も下位に位置する作業ノウハ
ウの意味が、 も上位に位置する経営レベ
ルの経営戦略に依存する場合もある。この
ため、熟練農作業ノウハウを抽出し、可視化
するためには、経営レベルから作業のノウハ
ウ・コツレベルまでの各段階の情報を統合的
に計測する必要がある。

「農匠ナビ｣の現地実証の特徴と概要
（２）現地実証の概要

農業技術継承・人材育成が大きな課題になっ
ている大規模稲作経営を主な対象として、農匠
ナビシステム全体の現地実証を複数の先進農
業経営で実施している。具体的には、研究当
初から現地実証を実施してきた有限会社フク
ハラファーム（滋賀県）に加えて、2012年度か

らは、有限会社横田農場（茨城県）における現
地実証も開始している。この他、三重県や福岡
県における施設野菜経営を対象にした現地実
証試験も一部継続実施している。

これらの現地実証農場における現地実証試
験から、農匠ナビシステム実用化上の課題を
摘出し、システム改良の参考にすると共に、全
国的な普及の条件を解明すること目指している。
現地実証試験の結果は、農匠ナビシステムが
実用化段階に近づきつつあることを示しており、
今後は全国的な普及に向けて、システムの運
用方式の確立が期待される。
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分担課題の構成とその関連

１．農匠ナビ全体システムの設計・開発・評価 １．標準化・統合、２．作業連続計測・可
視化・マイニング、３．経済性評価
①「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

（九州大学）
②土地利用型農業における「農匠ナビ」の現地実証（滋賀県農業技術振興センター）

２．作業・環境・生体情報の統合・可視化手法の研究開発
対象：農場情報（稲・野菜等の作業内容、生産環境情報、作物生体情報）
１．連続記録・データベース化・情報共有
２．統合化・可視化・問題解決
３．タイムリーな作業・経営判断支援
④土地利用型農業における作業・環境・生体情報の統合化・可視化技術の研究開発（農研機構）

３．匠の技データマイニング・継承支援手法の研究開発
対象：農場内情報＋農場外情報（農業技術、気象、市況、農業辞書、・・・）
１．匠の技データマイニング基盤手法
２．汎用的な匠の技の抽出
３．農業全体としての匠の技の継承支援
④「農匠ナビ」全体システム設計・実証および農作業連続計測・可視化・データマイニング基盤技術の研究開発

（九州大学）
⑤作業・環境・生体情報を用いたデータマイニング技術による匠の技抽出の実証（富士通）
⑥匠の技継承・人材育成手法の開発（日本食農連携機構）
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農林水産省委託研究

「農家の作業技術の数値化及びデータマイニング手法の開発」
「農匠ナビ」プロジェクト研究実施体制（2014年2月現在）

■中核機関・研究開発責任者

国立大学法人九州大学 大学院農学研究院・教授 南石晃明

■研究分担者（◎印は、各機関の研究実施責任者）

九州大学

大学院農学研究院 教授・南石晃明◎、准教授・岡安崇史、准教授・平井康丸

大学院システム情報科学研究院 教授・谷口倫一郎、教授・竹田正幸、准教授・長原一

准教授・坂内英夫、准教授・金子邦彦、助教・畑埜晃平、助教・島田敬士

滋賀県農業技術振興センター

栽培研究部主任主査・藤井吉隆◎、専門員・小嶋俊彦

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター 上席研究員・吉田智一◎、上席研究員・木浦卓治

主任研究員・佐藤正衛、主任研究員・菅原幸治、主任研究員・田中慶

富士通株式会社

イノベーションソリューション本部シニアマネージャー・砂子幸二◎、渡邊勝吉、吉田滋範

一般社団法人日本食農連携機構

研究開発部 部長・佛田利弘◎、主任研究員・遠藤隆也

■アドバイザリー委員会委員

アドバイザリー委員は、農匠ナビプロジェクト研究の効果的な推進に資するため、研究開発責任者が
任命したプロジェクト外部の有識者です。

国立大学法人東京農工大学・教授 澁澤栄、国立大学法人東京大学・教授 二宮正士

■主な協力機関

現地実証関連：有限会社フクハラファーム、有限会社横田農場、株式会社ぶった農産、株式会社さか
うえ、糸島農業産学官連携推進協議会アグリコラボいとしま他

情報システム開発関連：株式会社富士通九州システムズ、株式会社コア九州カンパニー他

農匠ナビ・プロジェクト事務局・問合せ先
九州大学大学院農学研究院 農業経営学研究室

教授 南石晃明 (nanseki@agr.kyushu-u.ac.jp)
〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1 （Tel: 092-642-2970）

農匠ナビWebサイト：http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/keiei/NoshoNavi/


